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平成 30年度第 2回広島市総合教育会議 議事録 

 

1 日時 

  平成 31年 1月 31日(木) 午後 4時 40分～午後 6時 

2 場所 

  市役所本庁舎 14階第 7会議室 

3 出席者 

  松井市長 

 教育委員会：糸山教育長、井内委員、栗栖委員、秋田委員、伊藤委員 

4 事務局等出席者 

 企画総務局長、企画調整部長、政策企画課長 

 教育次長、青少年育成部長、指導担当部長、総務課長、教育企画課長、育成課長、

教職員課長、指導第一課長、指導第二課長、特別支援教育課長、いじめ対策推進担

当課長、教育センター次長 

5 傍聴者等 

 ⑴ 傍 聴 者 0人 

 ⑵ 報道関係 4社 

6 議題（全て公開） 

  いじめに関する総合対策について 

7 議事の大要 

＜政策企画課長＞ 

 ただいまから、広島市総合教育会議を開催いたします。 

 まず初めに、お亡くなりになられた生徒の御冥福をお祈りし、黙とうをささげたい

と思います。皆様御起立をお願いいたします。 

 （黙とう） 

 皆様御着席をお願いいたします。 

 本日は、本会議の構成員である市長、教育長及び教育委員の皆様に加え、市長事務

部局及び教育委員会事務局等の職員も出席しておりますが、時間の都合上、配席図を

もちまして、紹介に代えさせていただきます。御了承ください。 

 なお、本日は、本会議の構成員であります西委員から御欠席との連絡を受けており

ます。 

 また、本日の会議は 18 時に閉会予定とさせていただきますので、円滑な進行に御

協力いただきますようお願いいたします。 

 それでは、ここからの進行は、市長にお願いいたします。市長、よろしくお願いい

たします。 

 



2 

＜市長＞ 

 お忙しい中御出席いただきましてありがとうございます。 

 平成 29年 7月 24日に、市立中学校の生徒が学校において亡くなられました。大変

痛ましいこの事案に対しまして、昨年 12月 28日に広島市いじめ防止対策推進審議会

から教育委員会に対しまして答申を出していただきました。審議会の調査に当たりま

しては、多くの方に御協力をいただき、とりわけ、亡くなられた生徒の御遺族には、

哀悼の日々を送っておられる中であるにもかかわらず、調査に御協力をいただきまし

て感謝申し上げます。「どうやれば同じ思いをする人が出ないようにできるか、いじ

めをなくすことができるか」という思いは、皆さんの共通のものであったのではない

でしょうか。 

 学校という教育の場において、生徒の尊い命が失われてしまったことは絶対にあっ

てはならないことであり、これから先、この問題を決して風化させてはならない極め

て重大な事案だと思っています。 

 二度と同じことを繰り返さないためにも、本日の会議において「いじめに関する総

合対策」として皆様と十分な協議等を行っていきたいと考えておりますので、どうか

よろしくお願いいたします。 

 それでは議事に入ります。「いじめに関する総合対策について」です。事務局から

説明をお願いします。 

 

＜いじめ対策推進担当課長＞ 

 いじめ防止対策に係る今後の取組について、お手元の A3 版の資料に沿って説明を

させていただきます。 

 皆様のお手元には、A3版の資料とともに参考資料として、「広島市立中学校の生徒

の死亡事案に係る調査報告書について（報告）」を置かせていただいております。こ

の参考資料についてですが、広島市いじめ防止対策推進審議会から教育委員会に答申

された本件に係る調査報告書を公表するに当たりまして、個人情報保護等の観点から、

御遺族の公表に係る意向も踏まえ、答申本書の写しの一部をマスキング処理している

ことから、その公表部分の概要をまとめたものを参考資料として置かせていただいて

おります。本日の御協議の参考にしていただければと思います。 

 それでは、お手元の A3 版の資料に沿って説明をいたします。この資料は、この度

の審議会からの答申の中で、諮問事項 4「今後の対応と再発防止について」において、

審議会が整理した課題を踏まえ提言した再発防止策について、教育委員会として考え

ている今後の取組をまとめたものです。 

 答申における提言を左側に、それを踏まえた今後の取組を右側に整理しております。 

 なお、右側に白丸と黒丸がありますが、これは、白丸が学校主体に取り組むもの、

黒丸が教育委員会主体に取り組むものという意味です。 

 答申における提言は、アからキまで大きく 7項目ありますので、その順に右側の今

後の取組について説明いたします。 

 それでは、1枚目の「ア 教員と児童生徒との信頼関係の構築」を御覧ください。 

 提言では、教育活動全体を通じて信頼関係を培うこと、教員が鋭い感性と人権感覚
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を身に付けること、学校としての姿勢を繰り返し発信することを通して、児童生徒、

保護者及び地域から信頼される学校づくりを行うことが示されています。 

 これについて、今後の取組としては、学校が安心できる場となるよう、日々の教育

活動を通じ、教職員と児童生徒や、児童生徒同士の信頼関係の構築に努める。 

 生徒指導主事への、いじめの積極的な認知に係る集中研修を実施する。 

 こうした研修を基に、校内研修等で教員の感性・人権感覚等を高める。 

 いじめ問題に係る考え方等を、学校だよりやホームページ等で確実に発信するとと

もに、保護者会等、周知の機会を充実させる。以上の 4点を考えております。 

 次に、「イ いじめの未然防止と早期発見及び適切な対応」を御覧ください。提言

では、（ア）いじめの未然防止として、道徳を含む各教科の授業や児童会・生徒会活

動を通じて、人権意識の向上を図り、支持的風土の醸成された学級づくりを進めるこ

とが示されています。 

 これについて、今後の取組としては、本市の継続事業であります「いじめ・不登校

等予防的生徒指導」における「子どもの人間関係づくり推進プログラム」に基づき、

各教科で、ペアやグループの形態を取り入れた協同学習や、コミュニケーションスキ

ルなどのライフスキル教育を実施する。 

 思いやりの心や善悪を判断して行動する力を育むため、「みんなで語ろう！心の参

観日」の取組を行う。 

 支持的風土を醸成するため、「楽しい学校づくり週間」や「いじめ防止の標語募集」

など、児童生徒の主体的な取組を促進する。 

 新年度から全校において位置付ける「教育相談・支援主任」への集中研修で、先ほ

ど申し上げました協同学習やライフスキル教育について詳細な研修を行う。 

 こうした研修に基づき、校内研修等で、協同学習やライフスキル教育についての教

員の理解を深める。以上の 5点を考えております。 

 次に、（イ）いじめの早期発見及び適切な対応として、「アンケートの工夫」、「相談

しやすい教育相談の実施」などに取り組むことと、基礎的な指導資料やリーフレット

で具体を示すとともに、好ましい実践事例を普及啓発することが示されております。 

 このことについて、今後の取組としては、「いじめ・不登校等への早期支援プログ

ラム」に基づき、個々の児童生徒の状況に応じたチーム支援等を行うとともに、スク

ールカウンセラーによる被害児童生徒のケアや教職員への助言、スクールソーシャル

ワーカーによる問題を抱える児童生徒・保護者への支援などを行います。 

 被害側だけではなく、加害側やその他の立場の児童生徒も回答しやすいよう、質問

の仕方や内容など工夫されたアンケートを実施します。 

 SNS相談窓口の設置については、引き続き検討を行います。 

 教員向けの指導資料を作成し、意識啓発を推進する。 

 いじめの積極的な認知、情報共有や組織的対応、被害児童生徒の安全確保や、加害

児童生徒への指導等に係る教員研修の充実に努めます。 

 的確な実態把握と児童生徒理解のため、「アセス（学校環境適応感尺度）」等の調査

を活用し、児童生徒や学級集団のアセスメントを定期的に行う。 

 教育相談・支援主任への集中研修で、アセス等について詳細な研修を行う。以上の
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7点を考えております。 

 次に、「ウ 校内組織体制の構築」を御覧ください。 

 提言では、まず、生徒指導主事とは別に教育相談担当教員を校内組織に位置付け、

（ア）から（ウ）のことを行うことが示されております。 

 これについて、今後の取組としては、指定校では、加配により生徒指導主事を専任

化する。また、その他の学校の一部には、生徒指導主事の負担軽減のための非常勤講

師を配置する。 

 教育相談の機能強化のため、全ての小・中・高等学校等において「教育相談・支援

主任」を位置付ける。このうち、数校のモデル校では、加配により「教育相談・支援

主任」を専任化し、いじめ対策のノウハウを蓄積し、全校に広めていく。その他の学

校においては、働き方改革と併行して校務分掌を見直すなどにより取組を進め、今後、

モデル校での成果も活用しながら取組の充実を図る。 

 スクールカウンセラーが「学校いじめ防止委員会」に参加する時間を拡充するとと

もに、スクールソーシャルワーカーに的確な指導・助言を行うスーパーバイザーを事

務局に配置する。 

 「学校いじめ防止委員会」等において、スクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーとの連携により、的確なアセスメントや支援・指導の検討を行う。 

 要請のあった学校に県警 OB 等の生徒指導支援員を派遣し、問題行動への対応、警

察連携の支援を行う。 

 各学校に「ふれあいひろば」を設置し、被害児童生徒の保護活動及び相談活動を行

う。 

 今年度より小・中 5校に配置しております「いじめ対策推進教諭」が、担当校の実

態把握と指導・助言を行う。以上の 7点を考えております。 

 2枚目を御覧ください。教育委員会は、小・中学校 9年間の切れ目のない支援の実

現に向けた市の指針を示すことと、各学校の取組状況等を把握して指導・助言を行う

ことが提言の中で示されております。さらに、保育園、幼稚園などとの連携や、高等

学校との連携についても具体的に検討することも示されております。 

 これについて、今後の取組としては、個々の児童生徒に係る情報について、実態や

支援状況等、どのような資料に基づいて引き継ぐのかなど、具体的に本市の指針を作

成し学校に示す。 

 各小・中学校における、生徒指導上課題のある児童生徒や特別な教育上の支援を必

要とする児童生徒の「個別の指導計画」等の作成状況や、計画に基づく指導・支援状

況を把握し、それに応じた指導・助言を行う。 

 「個別の指導計画」等の進級後の更新状況、進学後の生徒の様子、進学先の学校の

取組状況について把握し、それに応じた指導・助言を行う。 

 前述の取組を踏まえ、今後の保幼小連携や中高連携の在り方について検討する。以

上の 4点を、いずれも新規（取組）として考えております。 

 次に、「エ 教員の資質能力の向上に係る研修の充実」を御覧ください。 

 提言では、生徒指導主事及び教育相談担当教員に対し、集中的かつ具体的な研修を

実施すること、研修後の支援を行うことが示されております。 
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 これについて、今後の取組としては、小・中学校の生徒指導体制の充実のため、生

徒指導主事への集中研修を実施することに加え、「教育相談・支援主任」を対象に、

黒ぽち（印）で示してあるような内容の集中研修を実施する。 

 前述の集中研修で学んだことを基に校内研修を計画、実施するよう、具体的な研修

資料を研修時に示すなど、また、その取組状況を適宜把握する。以上の 3点を考えて

おります。 

 次に、「オ 地域との連携の推進」を御覧ください。 

 提言では、地域への情報発信や、地域と連携した教育活動を推進することが示され

ております。 

 これについて、今後の取組としては、ホームページや学校行事の公開など、地域へ

の情報発信を行うとともに、学校協力者会議において、いじめの防止の取組などの報

告・協議を行い、学校経営計画に基づいて学校評価を実施し、地域と連携した取組を

進めていく。 

 まちぐるみ「教育の絆（きずな）」プロジェクトとして、学校協力者会議にコーデ

ィネーターを配置し、地域による教育支援活動や学校による地域貢献活動を行うこと

により、学校と地域との連携をさらに推進する。以上の 3点を考えております。 

 次に、「カ 教員が児童生徒と向き合える時間の確保」を御覧ください。 

 提言では、学校における様々な「働き方改革」の取組を推進することなどが示され

ています。 

 これについて、今後の取組としては、「広島市の学校における働き方改革推進プラ

ン」について、その取組内容を検討し、学校に示しながら、実施可能なものから直ち

に取り組むことを考えております。 

 最後に、「キ その他」を御覧ください。 

 提言では、答申を踏まえ、市の基本方針の見直しを行うことと、審議会が市の取組

を定期的に検証し、教育委員会が検証結果を踏まえて見直しを図ることが示されてい

ます。 

 これについて、今後の取組としては、答申を踏まえて市の基本方針の見直しを行い、

学校が直ちに実践できる具体的な内容を加えるなど、実効性を高めることとしており

ます。 

 毎年定例開催される審議会において取組状況を報告し、検証してもらうとともに、

教育委員会は、検証結果を踏まえて、取組の見直しを行う。以上の 2点を考えていま

す。 

 以上で説明を終わります。ありがとうございました。 

 

＜市長＞ 

 ありがとうございました。 

 12 月の答申を見ていただきますと、一人ひとりの児童生徒に寄り添った教育相談

の充実を図るということと、いじめを早期に発見して適切に対応すること、さらには

それを支えるために学校の体制を抜本的に強化する、こういった骨組みの中で多くの

提言が示されていると受け止めています。 
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 また、いじめへの対応に関しては、教育相談の取組が重要でありまして、教員の果

たすべき役割がこれまで以上に重要になることも指摘されています。いじめ防止対策

推進審議会の林会長は、「児童生徒と保護者、地域住民、教職員が、ともにいじめ防

止に取り組むことを強く望む」ということもおっしゃっていただいております。私自

身は正に、これをどう実践するかということを担っているのではないかという思いが

あります。 

 いじめ防止の取組を実効あるものとして進めていくためには、教育委員会という指

導・調整組織が、現場である学校に対し、方向性を示すことはもちろんですが、取組

の具体的な形を示すことが重要になると思っています。 

 来年度にはモデル校を設定し、「教育相談・支援主任」を専任化します。専任化さ

れた方々がいじめ対策のノウハウを蓄積し、その成果を全校に広めていくという手順

で進めていただく。いきなり全部にはいきませんから、限られたところで確実な成果

を出すやり方がいると思います。また、その他の学校においても教育相談・支援主任

を、今後の取組では校内組織に位置付けると書いてありますが、具体的には、主任と

いう職務があるのだということを皆さんに分かるようにし、その先生が校内にいらっ

しゃるということが分かるようする。このことが組織内に位置付けることだと思いま

す。そうして教育相談の充実に向けた取組に着手してもらいたいと思っています。そ

して、全体が動いた中で専任の方を顕在化させますので、その取組の成果を上げるた

めには、その人が活動できるように、教員の働き方改革といったことも宿題に出てい

ますから、働き方改革と併せて、専任の先生とそうでない先生方の仕事のやり方、業

務分担を配慮してあげて、その取組が本当にできるようにすることを同時にやる、そ

ういったことが必要になるという思いがあります。 

 そして学校においては、保護者や地域住民と一緒に「チーム学校」として、子ども

たちが安心して通える学校づくりということを共通の目標にして取り組んでほしい

と思っています。 

 本日の会議では、取組の方向性や具体化、そして「広島市いじめ防止等のための基

本方針」、今までの取組が間違っているわけではありませんが、足らない部分、補強

する部分が必ずあると思いますので、見直しにつながるような皆様方の御意見をいた

だいて、しっかりと協議を進めていきたいと思っています。 

 事務局からの説明を聞いての私の思いであります。 

 それでは、委員の皆様からも御発言をいただきたいと思います。  

 

＜栗栖委員＞ 

 本事案を真摯に受け止めて、二度とこのようなことが起こらないように、今後のい

じめ防止対策には全力を尽くしてもらいたいと考えています。 

 これまでも、広島市には（いじめに関する）総合対策があったわけですが、これが

十分機能せずに本事案が発生したと思っています。先ほど市長も言われましたが、今

後の取組については、確実に実効性を高めていく必要があると思います。そのために

は、（広島市教育）大綱にもある「チーム学校」や、「生徒と先生の信頼関係を築く」

などいろいろありますが、私からは 3点申し上げたいと思います。 
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 1点目ですが、先ほど、いじめ対策推進担当課長から、新規、拡充、継続策として

御説明をいただきました。基本的には、この今後の取組というものを計画的にしっか

り対応していただくということに尽きますが、一番重要なのは、具体的な運用だと思

っています。先ほど市長も言われましたが、それぞれの取組について、できるだけ具

体的な行動レベルまで落とし込んでいただきたい。すなわち、教職員が「こういうと

きにはこういうふうに対応するんだ」といった、具体的に何をすればいいかというこ

とを分かりやすく示していただきたいと思っています。 

 例えば、答申でも提言がありましたように、1ページのウの「学校の教育相談（児

童生徒の悩みを聞いて解決のための支援をする）の機能を強化するため、平成 31 年

度から、全ての小・中・高等学校等において『教育相談・支援主任』を校内組織に位

置付ける」と書いてありますけれども、もちろん、ケースバイケースになると思いま

すが、具体的な悩みの聞き方はどうするのかということです。これまでのいろいろな

事例を参考に、具体的なものを例示していく。（悩みを）聞いた後、具体的にどうし

たらいいのかといったところをできるだけ沢山例示していただき、実際に学校現場で

何か問題が起きたときに参考にできるような、具体的なイメージを作っていただきた

いと思います。 

 また、研修の充実ということでは、研修内容を、本事案に即した具体的な事例に基

づいた内容、ケーススタディのような形にして研修に取り入れ、できるだけ実践的な

中身にしていただきたいと思います。そして、研修だけで終わらせるのではなく、受

講した方が自校に持ち帰り、校内で周知徹底していただくための具体的な方法も示し

ていただければと思います。 

 それから、1ページのイ（イ）に「教員向けの分かりやすいいじめの指導資料を作

成し、教員への意識啓発を推進する」とあります。こういった分かりやすい資料を作

っていただくことは大変いいことだと思います。ここにも書いてあるとおり、具体的

な、分かりやすい内容にしていただくということに注力していただければと思います。 

 2点目ですが、せっかくこういった計画を作ったのであれば、PDCAをしっかり回し

ていただきたいと思います。2ページ目のキのその他に「毎年度、定例で開催される

審議会において、各年度の取組状況を報告し、検証してもらう。教育委員会は、その

結果を踏まえて、取組の見直しを行う」と新規策として書いてあります。これはこれ

で大変重要だと思いますが、教育委員会としても、学校の現場と常に連携を密にし、

しっかり取組状況を検証し、効果のあるいいことはどんどん進めて、「先生方が困っ

ていること」や、「取組にはあるけれどやろうとしてもできないようなこと」で、そ

れは学校の体制の問題なのか、他に問題があるのか、そういった課題をしっかり分析

をして改善に努めていただきたいと思います。 

 3点目は予算上の問題です。広島市全体の予算状況は大変厳しいと思いますが、こ

ういった悲劇を繰り返さないためのいじめ防止対策は必要なことだと思いますし、必

要な予算をできるだけ優先的に対応していただきたいと思います。その点を是非、御

理解いただきたいと思います。 

 教育大綱にもあるように、「チーム学校」として市全体で取り組んでいきたいと思

いますし、私も教育委員の一員として、いじめ防止対策への取組についてはいろいろ
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知恵を出していきたいと思っています。 

 

＜教育次長＞ 

 1点目の、具体的な運用についての分かりやすい事例を入れた資料についてですが、

実効性のある取組を学校に促すという点で考えますと、抽象的に書くのではなくて、

例えばいじめの被害者に対する指導は、気持ちを受け止めて、次に家庭訪問をして、

といった具体の流れが分かるような書きぶりをやっていきたいと考えていますし、加

害者に対する指導としては、加害児童生徒に対する対応の仕方や、加害児童生徒の保

護者に対する対応の仕方であるといったことをきめ細かく書き込んでいきたいと考

えております。 

 また、子どもたちの状況を把握するアンケートにつきましても、内容や形を示した

り、実施方法ではアンケートを持ち帰らせて書かせるとか、そういった留意事項につ

いてもいろいろ書き込んでいきたいと考えております。 

 2 点目の PDCA サイクルについても、栗栖委員のおっしゃられたとおり、学校現場

の先生方と一緒に議論し、効果を検証しながら着実に進めていきたいと考えておりま

す。 

 また、人事、予算につきましても、できるだけ確保に努めていきたいと考えており

ます。 

 

＜伊藤委員＞ 

 今後、このような痛ましいことが二度と起こらないようにするためには、基本的に、

三つの観点が必要だと考えています。 

 一つ目は、子ども自身がつらい気持ちなどを素直に表出できるようにするにはどう

したらいいかということです。 

 そのためには、子どもが相談しやすい環境作りや子どもからの SOSを受け止める体

制の整備が必要です。しかし、受け止める側にいじめに気付くセンサーが働いていな

いと、同じ事態に遭遇しても気付けないまま通り過ぎてしまうかもしれません。 

 二つ目として、つらい思いを抱える子どもの周りにいる友達や教師などの大人が、

いじめに気付くセンサーを働かせ、対応できるようにするにはどうしたらいいかとい

うことです。 

 そのためには、他者の気持ちに寄り添える子どもの育成に尽力する必要を感じます

し、教師などの大人に対してもセンサーの感度を良くするための研修などの取組が必

要になります。 

 三つ目として、先ほど市長も言われましたが、学校、保護者、地域が軽微ないじめ

も見逃さないという同じ目標の基に一丸となって取り組める連携機能の充実が必要

であると考えます。 

 これら三つの観点が、先ほど御説明のあった今後の取組の中に、具現化されている

と思いますが、さらに、いつ、どこまで達成するのかといった行動計画を示していた

だく必要があると思います。 

 今後、これらのことが実質的に機能するためには、教師の働き方改革の取組と密接
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に関わると考えますので、働き方改革と連動させながら取り組んでいただきたいと思

います。 

教育現場では、今この瞬間にもつらい思いを持ち、悩んでいる子どもがいると思い

ます。この子どもたちに寄り添うためにも、働き方改革の取組の推進・強化が必要で

あり、それが、いじめ防止の効果に早急に結び付いていくよう、教育委員の一人とし

て一層努力していきたいと思っています。 

 

＜いじめ対策推進担当課長＞ 

 今回のことを振り返っても、子どもたちが自分の思いをなかなか出せない、これは、

本件に限らずいじめの特性として審議会の中でも議論されましたが、被害側の子ども

は自分がいじめられているということを告白すること、自分自身がいじめられている

存在であることを他者に伝えるということ自体に非常に抵抗があることだと考えて

おりますので、そういったところを、周りの仲間、あるいは教師を含めた大人が、伊

藤委員に言っていただきましたように、いかに感度を高めていくかということだと思

います。 

これは、先ほど栗栖委員が言われました教育相談・支援の部分とも重なると思いま

す。教育相談は今でも小学校、中学校のそれぞれの現場でやっておりますが、いかに

教育相談の質を上げていくか、担当する教員、担任や主任が、しっかり聞くというこ

とをメインに考えていく必要があるので、そういう面での研修によるスキルアップも

必要だと思います。周りの子どもたちに「ちょっと相談したい」と思えるような、あ

るいは周りの子が「ちょっと気になることがあるんだけど」ということを先生に伝え

ることができるようにするためには、未然防止のところにもありましたけれども、学

級の雰囲気がいかに支持的な風土になっているかというところが非常に重要だと思

います。 

 今回の答申の中にもありますけれども、どれか一つだけをやればいいというもので

はなく、トータル的な取組を推進していくことが不可欠だと思っていますので、しっ

かりと計画的に取り組んでいきたいと思っています。 

 

＜秋田委員＞ 

 スクールカウンセラーが学校いじめ防止委員会に参加できるように措置時間の拡

充がされるということは非常に重要なことだと思っています。やはり「チーム学校」

として取り組むためには、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーとい

う、教員ではなかなか行き渡らないところをいろいろな専門家がフォローしていくと

いう意味では、時間がどうしても必要になってくると思いますので、今後一層、人数

や時間を増やすなどの拡充をして、「この子どもさんは、こういうところが気になる

んだけど」といった情報が入るようにしていかなければならないと思っています。い

じめだけではなく虐待でも「服装のこういうところが気になる」といった形で気付く

きっかけになり、必要なことだと思っています。そこは非常に期待をしています。 

 2枚目の冒頭の個別の計画のところについては、個別の指導計画をされて、小・中

学校の進学時に引き継ぎをするということは、非常に重要な取組だと思っています。
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ただ、この指導計画も、ただ書くだけということでは、やはり時間ばかり掛かって内

実が伴わないというようなことになってはいけませんので、やはり、今後の取組に書

いてありますけれど、「生徒指導上課題のある児童生徒や特別な教育上の支援を必要

とする児童生徒」に係る指導計画ということで、児童生徒の特性であるとかを理解を

する力が、まずは教員に育つように研修をしていかなければ、実態を踏まえたことを

指導計画の中に記載することができないと思います。そういった計画作成のノウハウ

ではありませんが、「こういう生徒さんの場合はこういった計画を立てる必要がある」

ということを具体的に教員へ指導をしていく必要があると思います。そして、中学校

は教科制なので、小学校のように（担任が）全てを見渡せるわけではないので、この

計画を誰が作るのか、一人の教科担任だけが書くことはなかなか難しいのではないか

と思いますので、これをどのように補っていくのか、情報を集めないと反映させたも

のができないと思います。 

 保育園や幼稚園と小学校の連携や、高校と中学校の連携ということも具体的に検討

することが望まれるということが、答申における提言の中にあり、これについても在

り方について検討すると今後の取組に書いてありますが、特に保育園、幼稚園の先生

の方が、いろいろな児童という子どもの発達について詳しい方が多いと思いますので、

そういった方との連携というのも非常に重要ではないかと考えております。 

 

＜市長＞ 

 今のお話に関して、スクールカウンセラーの措置で、充実の方策とか、引き継ぐ際

の生徒特性を理解する先生方の能力向上や、幼稚園・保育園から小・中・高等学校を

つなぐという基本方針が出ていますが、実効が上がるつなぎ方について、どういった

ところを問題意識としていくか、しっかりやれるかそこが心配だというお話しだと思

いますが、今の段階で言えることがあれば紹介してください。 

 

＜いじめ対策推進担当課長＞ 

 秋田委員に御指摘いただきましたように、審議会の中でも小・中学校の 9年間の切

れ目のない支援の実現というところは、非常に大きなウェイトとして今後必要である

とされています。小・中学校連携が非常に大切であるということは、今に始まったわ

けではなく、これまでもずっといろいろなところでいわれてきたことです。しかしな

がら、より具体的にどういった子どもに対してどんな情報を引き継いでいくのか、ど

んな資料が必要なのかといったところが、各学校によってまちまちな判断になると、

結局、本当は伝えないといけない情報が伝わっていないということになり、これは発

信側だけでなく受信側の課題としても必要になってくるところです。 

 答申の中でも提言として出されましたが、一人一人の子どもを大切に育みつないで

いくためにということで、先ほど申しましたように、具体的に小学校時代にどのよう

な支援をどのような場面でやってきたのか、その結果どういったところが成果として

上がり、中学校入学後もどういった場面でどんな支援が必要なのかといったところは、

個々の子どもの実態を的確に把握した上でないとできないことですし、そういった取

組をきちんとつないでいくといったところを具体的に示していくことができればと
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いうことで、現在準備を進めているところです。 

 その際、そういった資料を学校が作成することが大きな負担にもなりますが、そう

いったものを作ることが、小学校から中学校だけではなく、それぞれ進級する中で、

小学校一年から二年、あるいは中学校一年から二年といった、学校の中で引き継いで

いくものとして活用できるという意味において、当初、スタートするのは車と同じで

ローでスタートするには力が要りますが、皆さんが一度その実効性を十分実感するこ

とができれば、それの大切さというのが伝わっていくのではないかと考えております

ので、そういった取組を段階的に現在進めているところです。 

 

＜教育次長＞ 

 先ほど課長が申しましたとおり、各学校はそういったことをしっかりとやっていた

だきます。取組のところを見ていただきますと、（「ウ 校内組織体制の構築」の 2枚

目）黒丸を四つ、教育委員会の取組としております。もちろん、学校の方で取り組ん

でいただくように教育委員会としましても指針を作成し学校に示します。やはり、学

校の指導・支援の取組状況について、教育委員会としてもしっかりと把握をして、状

況に応じた指導・助言を行うということです。学校任せではなくて、教育委員会もし

っかり一緒に取り組んでいくということで、指導・助言を行うところを新規（取組）

として記載しており、きちんとやっていきたいと考えています。 

 

＜市長＞ 

 スクールカウンセラーが会合を持つ頻度を高めるというところで、今までは（学校

いじめ防止委員会への参加が）年 2回だったものを月 2回にするということで、必要

な予算措置を講じることとしています。月 2回になれば、今言われたような対応も少

しはできるようになるのではないかというところです。 

 

＜井内委員＞ 

 1年半前にこの事案が起きた時、この経過を教育委員会から初めて聞いた時に涙が

出るというか、どうしてこんなに痛ましいことが起こっているんだろうとつくづく思

いました。小学校の時からずっといじめられている事実があるのに、どうして誰もそ

こに手を伸ばさなかったのか、救いの手が入らなかったのかというところに、被害生

徒の 9年に渡る苦しみがひしひしと伝わってきて、本当にかわいそうなことをしたと

いうふうに思います。 

 その時に思ったことが二つあり、一つは、先ほども話題にありました個別の指導計

画というものがどうして機能していないんだろうかということです。小学校の先生も

それなりにいろいろな面で書かれていたのでしょうが、学年が上がるごとに、あるい

は中学校に進学する時に伝えていくべき情報が十分伝わっていないのではないかと

いう気がしました。特に中学校になってからは、彼女の状態をよく知っている先生も

いらっしゃったんだけど、その先生が持っている情報が隣の先生に全く伝わっていな

いという話を聞きました。これは、やはり先生方の忙しさというのは当然あるんだろ

うと思いますが、個々の生徒の指導に関してもう少し密なコミュニケーションという
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のが先生たちの中にないんだろうか、というふうに思ったわけです。 

今回の答申が出まして、いろいろな制度をやりましょう、改革を始めましょうと書

いてあるんですが、結局最後に返っていくのはいじめられている子どもの周りの先生

たちがそれをどううまく動かしていくか、あるいはそこにどのくらいの情熱と時間を

掛けられるかというところじゃないかと思います。制度上うまくいっているように見

えても、実は子どもたちにとって本当にそれが救いになっているかというのは、個別

の事案ごとに違ってくるんだろうと思います。これから進めていくことに対して、こ

れでうまくいっているかどうかということを、一つ一つ検証をしていく、それは教育

委員会の責任ではないかと思います。ああしろ、こうしろというだけではなく、自分

たちも子どもたちの教育については責任を負う立場なんだから、そこの部分には当然

に関与して、大いに改善策に責任を負うべきじゃないかと思います。この答申はよく

できていると思いますし、今後の取組の課題にも的確なことが書いてありますが、そ

れを動かす意味でのドライビングフォース（原動力）って何かなということを忘れな

いようにしないといけないと思いました。 

 二つ目ですが、その時に思ったことは、こんなに長い間いじめられていて、中学校

でも毎日のようにいじめがあったということはクラスの全員が知っているんです。と

ころが、クラスメイトの助けがほとんどなかったというふうにしか報告がなかった。

（助けが）あったのかもしれませんけれど私の耳には入りませんでした。1年半前で

すが、吉野（源三郎）さんの「君たちはどう生きるか」という本がはやりました。あ

の中でいじめ問題が取り上げられていて、主人公は大変な勇気を持って暴力を振るう

上級生に立ち向かうシーンが出てきます。そういう生き方をすることが、その子が成

長していく過程でものすごく大事だということを教えていると思います。この資料の

1枚目のところにも「思いやりの心や善悪を判断して行動する力を育むため、外部講

師による道徳の授業を公開し『みんなで語ろう！心の参観日』」や「子どもの人間関

係づくり推進プログラム」といったとても良い言葉で書いてあるんですが、具体的に

はそういったことをエンカレッジ（促進）してやるような、先生方のアクションがあ

るのかなという気がしました。 

これも、とても難しいことをいっていまして、一人一人の子どもたちは千差万別で、

学校が荒れていればスクールカウンセラーのような外部の力に頼りがちですが、本当

はそうではない部分で、クラスの中で勇気を持って皆が立ち向かえば、そのことはい

つでも克服できたのではないかという気がします。いじめ問題は、全ての特別な配慮

が必要な子どもに対して行われているとは限りませんが、そういった背景というもの

は必ずあります。例えば、その子の家庭が大変貧しいとか、その子の家庭に問題があ

るとか、その辺りを画一的にやるのではなくて、個別指導計画というのは健康上の問

題に係ることですけれども、それ以外の部分についても良い資料や手引きを作り、そ

れに立ち向かっていくということも大変重要なことで、それを忘れてはならないとい

うふうに思っています。 

 働き方改革が話題になっておりまして、先生方の時間をいかに作るか、先生方にも

っと余裕があれば私が言ったような問題にも取り組んでいただけるのではないかと

思うのですが、余裕を作るような体制かどうかということで、是非、市長がおっしゃ
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られたようにスクールカウンセラーの会議を頻繁にやってそういう情報交換ができ

ていくというのも一歩ですし、先生方に心の余裕を持っていただけるような予算措置

や人員的な配慮のようなものがなされるように、我々も努力していかなければならな

いと思います。 

 最終的には、子どもたちも多様だし目指す方向も違うし、家庭環境もいろいろで、

それを全部一遍にまとめて、「こういったものを作ったらできます」ということでは

ないという複雑さをよく理解してこれから取り組んでいくべきではないかという感

想を持っています。 

 

＜いじめ対策推進担当課長＞ 

 井内委員に御指摘していただいたように、情報共有がいかにできていたかといった

ところは、審議会の中で何度も議論されたところです。学校の先生方が指導していな

かったわけでもなく、協議をしていなかったわけでもないのですが、必要な情報を整

理して皆さんで協議をするという時間がなかったといったところがありまして、実効

的、効果的な指導や支援につながらなかったところです。 

 それから、周りの子どもたちですが、実際に審議会が子どもたちから個別の聞き取

りをさせていただく中で、委員がおっしゃられたように、多くの子どもたちが自分た

ちが何もできなかったことを随分悔いて、泣きながら話をしてくれる子どもたちが沢

山いました。でも、それの裏返しは、その子たちも含めて、自分自身が安心感を持て

ていなかった部分があるのではないかと審議会の中で協議がなされました。自分自身

が安心感を持てれば、周りのしんどい思いをしている子どもたちに対して、自分がど

うすべきかといったところを考えることもできるし、そういった意味で答申の中では、

「支持的風土」と一言で片付けられていますが、全ての子どもたちにとって学級が安

心できる場であるということが非常に重要です。そうしていくためには、先生方はつ

い「分かっているんだろうな」と思うんでしょうけども、個々の子どもがどう感じて

いるのか、どう思っているのかといったところをしっかりと把握していくことが必要

です。 

 委員が言われるように非常に複雑で多岐にわたっている実態がありますので、先生

たちがいかに横の連携を強固にしながらやっていくのか、そういった意味では先生方

が同僚性を高めていくことも重要ですし、働き方改革と並行してやっていくことは非

常に大きなポイントになるのではないかと考えております。 

 

＜市長＞ 

 今のお話を聞きまして、個人的にというと語弊がありますが、学校という教育の場

について私なりの問題整理は、学校という場は、画一性と多様性をどうバランスさせ

るかということについて、常に格闘する場だと思っています。極端に言うと、この格

闘を先生方が処理できるかということだと思っています。 

 なぜ、画一性と多様性かと申しますと、教育制度は、個々の価値観を伝えるという

子育てのシステムの中に、社会性を身に付けるために一定の切り離しをして、社会規

律とか地域の文化伝統、そういったものを習得する中で育てるという要素がありまし
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て、この部分はおそらく個々の個性をある程度受容しながら一定のことを身に付けて

もらいたいということです。朝は挨拶をしましょうというのは良いことですけれども

これは画一性です。しかしながら個々に体力的、あるいは知能的に様々な差がある中

で多様性をどこまでやるかというのはいつも問題であります。それがこういった場面

で極限的な問題になっているということです。 

 例えば、家庭においても自分の子どもを育てるときに、やはり、幸せな生活を送っ

てもらいたいというときに、自分の価値観を押し付けるのと、これは個性だろうから

ここは言いたいことを我慢するといったことをやります。おそらく学校の場合はそれ

がなかなか難しい。先生という立場でシステムとしてのミッションを与えているので、

それを受容しながら個別の問題にどう対応するか、そうした中で様々な他の仕事があ

れば、限られた時間の中でしなければならない、本来の職務に割く時間がなくなり、

他の時間に忙殺されてやりたいけどできないということが積み上がっていく、そのよ

うな状況があったりするのではないかと思います。 

 本来の子どもたちと向き合う時間を確保してあげるということを、もっと学校とい

うシステムを動かす中で配慮してあげるということを、もう少しいろいろなところで

考えていくことが問われ続けていると思います。そういう目線で物事を考えていくと

いうことが基本です。 

 もう一つ今回の事例について先ほど井内委員がおっしゃられましたが、私も先ほど

言った先生方の多様性と画一性のミッションの受け止め方に少しミスがあったので

はないかなと思いました。つまり「その子の個性に応じてゆっくりやっていいんです

よ」、「もっと助けてあげる期間を大人になるまでゆっくりやってもいいんですよ」と

いうミッションを与えていれば、もっと「ここが大変なんだ」といったうまくいって

いないことを先生方が伝えていたかもしれない。たらればなので分かりませんが、そ

ういう感じがします。 

 そしてその組織としてのつなぎについてもその子に関する個性についてのいいと

ころ悪いところ全部をいわゆるファクトファインディングのために書き連ねて、ミッ

ションを果たすための評価を得たいという気持ちを持って報告書を書くのではなく

て、とにかく事実を分かってもらうという形で引き継いでいく、そしてそれを引き継

ぐ先生がもう一回見直すということをやれば、変わった対応、あるいはいい対応がで

きたかもしれません。 

 画一性と多様性の「バランスの取り方をうまくしていいんですよ」、「むしろすべき

ですよ」というその命題を組み込んで、教育委員会から各現場の学校にいろいろな指

示の局面で配慮した指導をし、そして PDCA のサイクルの中でうまくいっているかど

うかを見るということをやってもらいたいと思います。 

 抽象的になって申し訳ないが、人間は教育をする、しかも大人数を教育していると

いったときにつきまとう根本問題ですから、簡単に解決すると思っていませんが、そ

の視点を忘れないということが問題がこじれる前の処理をいくらかでも可能にする

のではないかと思います。 

 

＜教育長＞ 
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 皆様の御意見をお聞きした中で、少し総論的なことに対しての私の思いや、決意の

部分と、それ以外のことで少しお話ができればと思います。 

 市長が挨拶で、御遺族の答申の時のコメントを一部引用されていました。私は御遺

族のコメントの中の、この報告は再発防止の取組が書かれているけれども、それが実

際の学校現場にどのように生かされていくのか見続けていきたいという部分を、本当

に重く受け止めました。今日、皆様方から言っていただいたのも、正に、ここに書い

てあるけどもちゃんと実効性のある取組をすべきだ、と皆様そういう思いで発言をさ

れたと思います。私も、そこは本当にひしひしと感じています。 

実効性のある取組をするのは学校現場ですので、そこで考えたときに、秋田委員が

少し触れられましたが、形式的な、何か書けばいいというものではなくて、一つは効

果の上がる、中身があることをきちんと実践するということ、これはすごく大事なこ

とであります。今回の事案に関しても、例えば組織的対応ができていなかったとか、

先生の間のコミュニケーションの連携などということですが、書き物とすれば、学校

の対応方針というのはあります。ただ、仕組みはあるんだけども、結果的にはそれが

現場でうまく機能していなかったというのがこの事例だと思います。そこをうまく回

していくという意識で取組を我々も見ていかないといけないと思っています。 

 もう一つは、これから取り組んでいくことが継続していく、持続可能性のようなこ

とです。往々にしてあるのが、何か事があって、大きな対策を打ち出して、しばらく

の間は多少しんどくても皆で一生懸命やりますけれども、何年かするといつの間にか

一応形だけはやっていたが、というようなことがあります。本当に持続可能になって

いくものにしていかねばならないなという、その二つだけは思いを込めて今からやっ

ていこうと思っています。 

 教育委員会は、学校現場の実践をサポートするということですから、実践サポート

については皆様にも言っていただきましたし、この資料の中にも書いてありますが、

できるだけ具体的なレベルで学校現場にいろいろな例を示します。それも、教育委員

会で全部一つずつ作るということでなくても、よそでこんなことをやってこういった

効果があったというような好事例、具体例なども積極的に情報提供をし、皆で共有す

るという形で取り組む。沢山の取組がここに書いてありますけれども、この中でそう

いったことを個々に全てやっていきたいと思いますし、研修もその一つでありまして、

先生方の力量を上げていくという事柄をもって、実践者が効果ある実践をしていくと

いうことです。 

 それから持続可能性の方は、先ほど申し上げたように、今回、働き方改革の話がご

ざいました。実際にこの提言をやるに当たっては、学校の先生方がやっていく事柄は

今までよりも間違いなく増えていきます。だからといって、そのために 1校に一人ず

つ全部（の学校）を専任にするとなるとそれだけでも 200名以上ということで、現実

的に考えた時にどういう形を取るかということです。そこで、モデル校方式というこ

とで、それも働き方改革といじめを合わせたモデル校ということでやっていこうとし

ています。今回の取組についても、この提言の具体化については、全校一斉にスター

トは切りますが、その進むスピードという事柄でいうと、そのモデル校に先頭を切っ

てもらい、その他のところはまだ 100パーセントで走る状態ではないかもしれません
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が、モデル校でどんどんノウハウを積み重ねたものを後続の学校に伝えていって、全

体のレベルアップをしていく。そこは少し時間が掛かる部分かもしれませんが、そう

いうやり方でやっていきたいと思っています。 

 栗栖委員から PDCA のお話をいただきましたが、これは、私は改めて考えさせられ

たところです。実際にこの取組をやってみて、具体の例も示してやってみたけどなか

なかうまくいかない、あるいは、場合によっては持続可能性の面で負荷がとても大き

くて続けられないといった情報を酌みながら、続けていくに当たっての効果的な取組

という意味では、やはり我々（教育委員会）がきちんと情報を取って、学校現場から

の声を聞きながら進めていき、PDCA を回していく。審議会への報告はもちろんです

が、それを実務レベルでもやっていきたいと思っています。 

 それから、井内委員が言われた部分に絡みますが、私もこの件を受けて校長会等で

話をして、記者会見の時にも少しお話しましたが、今回、学校で取り組むこと、教育

委員会で取り組むことを沢山書いております。そういった中で、先生も一人ずつきめ

細かく子どもたちを見ていかなければならないのですが、クラスに 30 人子どもがい

たとして、先生が学校にいる間中、一人ずつをずっときめ細かく様子を観察して何か

ないかとアンテナを張りつつ何か異変を察知するという、これをずっと続けていくの

は現実的ではないと思っています。今回の取組をうまく回していくためにも、正に井

内委員のおっしゃられた子どもたちの中で、発達途上の子どもたちですから、当然

日々の関わりの中で少しいざこざがあったり、感情のもつれがあったりするというの

は、成長段階においてあり得ると思います。それが、小さい芽の段階で、子どもたち

同士の関係の中で修復できるようにする、そのために何が要るかというと、先ほど思

いやりというお話もありましたし、私は思いやりの心と行動する勇気だと思っていて、

それが基本だと思っています。そういう学級にしていくことが、今回の提言を持続可

能にしていくためにも、そこがないと、これを全部先生がやることになるととても回

らないと思っています。 

 その活動というのは、道徳を始めいろいろな教科であるとか、生徒会の活動である

とか、多岐にわたっています。そちらについても、例えばそういう学級を作るために

は、子どもたちにどういった考える力を付けねばならないか、これを付ける授業の作

り方とはこういうふうにすればよいといったレベルのものの提示をしながら、そこを

一番の基礎としてやっていく必要があると思います。事務局の職員はしんどいとは思

いますが、そこをやらないと、これをずっと続けていこうとすれば、基礎の部分でそ

こをきちんとやる必要があると思います。 

 もう一つ、実効性という意味で、今回の事例を見て反省点という意味で思ったこと

が、指導についてです。効果的な指導ということで、指導すること自体が目的になっ

ていないか、本当に効果のある、指導というのはあくまで、何らかのものを改善する

ということですから、今回の事例のように、ずっと指導を受けてきたけれども加害行

為がやんでいない。だから同じ指導がずっと何年も続けられている。この辺りは秋田

委員もおっしゃられましたが、特性理解だと思います。特性を理解した上で、スクー

ルカウンセラーを含めたいろいろな専門家と連携をしながら、本当にこの子どもには

どう接すると効果があるのか、どういった指導の仕方が効果があるのか、そこも是非
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やりたいと思っています。 

 

＜市長＞ 

 先ほどのお話や糸山教育長からの話を加味した私の考えですが、子どもたちという

のは生涯を通じて教えられる立場ではなく、どこかで成人して、逆に人々を教える立

場にも回る次の世代を支える子どもたちです。そこでの思考パターンや行動対応は大

人になり次の世代に引き継ぐという存在ですから、その中であるべき対応、「いいな

と思うこと」をやれる子どもたちを教育現場の先生方がしっかりほめてあげて、頑張

ろうと言ってあげる。いい対応をした時にはしっかりほめるということをもっとやっ

てもらいたいと思います。人間はほめられると気持ちがいいものです。ほめられるの

を見て、（ほかの子どもが）「自分もそうするのがいいんじゃないか」といったことが

あると思います。子どもたちの対応の中で、指導するという中にほめて指導するとい

うことも入れてもらうというようなことを、もちろんいつもいつもではなく、そうい

った要素をやることが重要ではないかと思います。 

 それから、多様性と画一性の話を深めますけども、普通の学校はおそらく行政組織

上、主に画一的なものを取得させるという組織として認知されているのではないでし

ょうか。特別支援学校のような多様性を重視して、その多様性に合わせる形で教育を

しようというところと対比すると、組織として、画一性養成と多様性養成をシステム

的に使い分けていると思います。もう少し、画一性を養成するところに多様性を享受

するというやり方をしないと、子どもたちが大変になっているということです。多様

性のところでも、むしろ閉じ込めた多様性ではなく一般化し、社会参加しての多様性

なのだから、多様性を重視する子どもたちにも画一性の部分をマスターしてもらうに

はどう指導するか。人間の外見とか意識で区別化してコントロールしようするのでは

なく、一般化してやろうとするのは、今の教育の目指している方向性だと思っていま

す。それをうまく習得させるという視点がいるのではないかと思います。 

 その中で、実務的な話ですが、予算措置として、本市が多様性を重視するという学

校群であれば、先生方が多様性を発揮するためには、（先生が）もっと多く必要なの

です。だけどその多様性を重視する学校群のところに、先生方の加配を国へ多く手当

してほしいということをあまりやっていなかったのです。それを、今から少し国の方

へ申し上げることを本気でやります。学校群のコントロールというのは、今までは県

がやっていて市がやっていなかった。そういったトータルな調整権というのが今まで

ない中でちょっとした問題がありました。先ほど予算措置といったのは、ハードを除

けば先生方に係る予算が一番大きいんです。どれだけの人数の先生方を国策として認

めてもらって手当てできるかというところがありまして、内部で検討していまして今

後やりたいと思います。これをやることで光明が開けると思っています。 

 そろそろ時間が参りました。貴重な御意見を沢山いただきありがとうございました。

最初に戻りますが、児童生徒が、いじめが原因で命を落とすことが二度とあってはな

らない、起こさないようにしていかないといけません。これは基本命題です。本日、

意見交換をさせていただきましたことをしっかりと心にとどめて、いじめのない学校

づくりのために教育委員会や現場である学校が行う対策を実践できるようなものに
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していく、そのために市としてしっかりと支えるという方針は、私自身しっかり確認

できたと思います。引き続き皆様方と一致協力して教育施策全般についてしっかりし

た対応をしていきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、時間もまいりましたので進行を事務局に返します。 

 

＜政策企画課長＞ 

 皆様、御協議いただきましてどうもありがとうございました。それでは本日の会議

はこれにて閉会いたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 


